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この通信誌は，宝山ホールで活動されているボランティアスタッフによって発行されています。

●１０月１８日（日）は、Saxophone & Piano Trio
平成２７年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

♪♪♪ 日曜の朝にカフェで音楽を ♪♪♪

“Reve”の土田まゆみさん（サクソフォン）、赤﨑
公美さん（サクソフォン）
、渕之上佑美さん（ピアノ）

カフェ ミニコンサート

の三人で、川井憲次作曲“ＮＨＫ大河ドラマ「花燃

出演（公財）鹿児島県文化振興財団

エンニオ・モリコーネ作曲“ニューシネマパラダイ

アーティストバンク登録アーティスト

ゆ」メインテーマ”、菅野よう子作曲“花は咲く”、
スメドレー”
、レイモンド・ラッシュ作曲“ライムラ

宝山ホール２階 “カフェ マ・ナ～ナ”

イト”
、大野雄二作曲“ルパン三世 78”
、葉加瀬太郎

毎月１回 日曜日の午前 10 時 30 分から 11 時

作曲“情熱大陸”など９曲とアンコールに“シング シ

15 分まで開催されています。

ング シング”が演奏されました。

（入場料は無料ですが、要ワンオーダー）

●９月２７日(日)は、山下美喜子さん（ホルン）と
上薗和佳さん（ピアノ）のお二人で、フォスター作
曲“夢路より”
、久石譲作曲“君をのせて”
、ドビュ
ッシー作曲“亜麻色の髪の乙女”
、チャーチル作曲“い
つか王子様が”など 10 曲と、アンコールに“タイ
ム・トゥ・セイ・グッバイ”が演奏されました。
お客様から「ホルンには山の爽やかさを、ピアノ
には水辺の爽やかさを、そしてホルンの音色に力強
く生きていこうとのメッセージを感じました」など
の感想をお聞きすることができました。
赤﨑公美さん 渕之上佑美さん 土田まゆみさん
（サクソフォン）

（ピアノ）

（サクソフォン）

第３０回国民文化祭・かごしま 2015 応援事業
平成２７年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
主催：鹿児島県鹿児島地域振興局、
（公財）鹿児島県文化振興財団

甲突川 水辺のフェスティバル 2015

かがり火コンサート

９月４日（金） 甲突橋下流 MBC 前 水上特設ステージ

昨年までは“おはら祭り”関連イベントとして、
山下美喜子さん（ホルン） 上薗和佳さん（ピアノ）

黎明館前庭で１１月３日に開催してきた“かがり火

コンサート”が今年は甲突橋下流 MBC 前 水上特設
ステージで「甲突川水辺のフェスティバル 2015」
の一環として開催されました。

出演者は
① リフレクションズ
～ユーフォニアムアンサンブル～
“水上の音楽”
“花は咲く”
“青春の輝き”など６曲
② 永 志保 （島唄）
“朝花節”
“よいすら節”
“ワイド節”など４曲
③ ココムーンペリ （コカリナ・ジャンベ他）
“糸”
“りんご追分”
“水面のワルツ”など６曲
④ レスピエジェリ・

宮前亜加吏さん

白窪 彩さん

財団５施設連携企画

みて きいて あそぼう！

サクソフォン・アンサンブル
“津軽海峡冬景色”
“ふるさと”など５曲

鹿児島県文化振興財団体験フェア 2015
９月１２日（土）
・１３日（日） 宝山ホール

⑤ アカリノート
“ビール狂の詩”
“4 番ホーム”など 5 曲

音楽から美術、考古まで様々なジャンルで活動し

対岸にかがり火・灯ろうを設置したコンサートは５

ている（公財）鹿児島県文化振興財団の幅広い活動

つの団体が出演し、会場を訪れた多くのお客様は幻

を広く県民に知ってもらい、より身近に感じていた

想的な夜を演出した演奏に聴き入っていました。

だくために財団が管理する施設（「宝山ホール」「み
やまコンセール」「霧島アートの森」「上野原縄文の
森」
）と「埋蔵文化財調査センター」の連携事業とし
て、日頃各施設で実施している事業を体験できるイ
ベントや、各施設を紹介する展示等を行いました。

○一部をご紹介します
リフレクションズ ～ユーフォニアムアンサンブル～

●ミニミニコンサート
・１２日（土）は、石堂優二郎さん（テューバ）と
福重真紀さん（ピアノ）のお二人で、
“チューバチュ
ーンズより「ブルース」”
、
“ロンドンデリーの歌”
“リ
ベルタンゴ”の３曲が演奏されました。

レスピエジェリ・サクソフォン・アンサンブル

○お客様に感想をお聞きしました
・白窪 彩さん

鹿児島市

「このような会場での演奏は初めて聴きましたが、
すごく楽しかったです。そしてとても楽しい夜でし
た。もし機会があれば是非演奏したいです」

・宮前亜加吏さん

鹿児島市

福重真紀さん

石堂優二郎さん

・１３日（日）は、及川麻友子さん（ソプラノ）と

「友達に誘われて初めて聴きに来ましたが、素敵な

中西邦彦さん（ピアノ）のお二人で、
“アヴェ・マリ

演奏や照明の演出にとても癒されました」

ア”、“荒城の月”、“私のお父さん 歌劇「ジャンニ・
スキッキ」より”の３曲が演奏されました。

●チェロまろ ぬりえ

●かんたん楽器作り

●フェイクアートでショートケーキ作り ●夢の葉しおり作り
平成２７年度（公社）全国公立文化施設協会主催 松竹大歌舞伎

歌舞伎プレセミナー
８月２９日（土）宝山ホール

第３会議室

「松竹大歌舞伎」公演の前に、アナウンサーで古典
芸能解説者の葛西聖司さんに歌舞伎についての基礎

○お客様に感想をお聞きしました
・小島 凛さん（４才）

鹿児島市

知識や本公演の前に知っておきたい見どころを、音
や映像を使い、明るく軽快なトークで楽しく解説し
ていただきました。

「“チェロまろ”のぬり絵・しおり作り・楽器作り、
みんな楽しかったけど、一番は大好きなイチゴケー
キをフェイクアートで作ったこと。そして演奏を聴
いたり、おいしい“どんぐりうどん”を食べたりし
てとても楽しかったです」

葛西聖司さん（中央）とプレセミナー会場

●ステージ体験「あなたが主役！」（１２日・土）
公募で選ばれた１０組の団体による、ダンス・歌・
フラダンス・クラシック演奏など楽しいステージが
ありました。

平成２７年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

松竹大歌舞伎
昼夜２回公演.
９月２０日（日） 宝山ホール
３年ぶりの鹿児島公演の演目は、
・双蝶々曲輪日記 玩辞楼十二曲の内 『引窓』
・四代目中村鴈治郎襲名披露 『口上』
・
『連獅子』

○お客様に感想をお聞きしました
・泉 京子さん

鹿児島市

「『引窓』では引窓から差し込む月の光とともに家族
の人情味溢れる物語に感動しました。
『連獅子』は親
子の思いを踊りで表現する獅子の豪華な衣装と舞踊
に時間を感じさせない夢の世界でした」
ステージ体験に出演された鹿児島中央高校ダンス部の皆さん

・稲森サヨ子さん

●ヴァイオリン体験コーナー

「伝統芸術が代々継がれていく奥深さを感じました。

（１３日・日）

家族でチャレンジした初めてのヴァイオリン！！

鹿児島市

見聞を広めようと孫と鑑賞できてよかったです」

・稲森玲奈さん（れな・中学２年）

鹿児島市

ました。来年のコンサートも楽しみにしています」

「400 年以上続いている伝統文化の歌舞伎を初め
て観ましたが、すごい迫力で歴史の重みを感じ興味
を持ちました。イヤホンガイドを利用しましたので
家族の情愛をテーマにした内容も理解できました」

出演者と肱黒香織さん（右から 3 人目）宮崎由香里さん
（左から 3 人目）ご家族

歴史作家 桐野作人 講演会

「花燃ゆ」と薩長同盟
稲森サヨ子さん

稲森玲奈さん

平成２７年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

親子で楽しむ

～若き志士たちの情熱～
９月２６日（土） 宝山ホール
幕末の長州藩が舞台の 2015 年大河ドラマ「花燃

メルヘンコンサート＆おはなし会

ゆ」。西郷隆盛や大久保利通ら薩摩藩士と長州藩の木
戸孝允らが結んだ薩長同盟を主軸に、その後の明治
維新実現にも大きな影響を与えた二つの藩の運命的

in 山形屋

な歴史が紹介されました。

９月２３日（水・祝） 山形屋文化ホール
かごしまメルヘン館スタッフによる大型絵本など

○お客様に感想をお聞きしました

の楽しいおはなし会と、
（公財）鹿児島県文化振興財

・山下真依さん

鹿児島市

団アーティストバンク登録アーティストによるコン

「大河ドラマではあっさり過ぎた薩長同盟について

サートは“となりのトトロ”
“夢をかなえてドラえも

詳しく聴けてよかった。誰が関わり、どの様な役割

ん”など、子どもたちにとって耳慣れた曲が多く演

を果たしたのか、講演会資料で追っていくのは分か

奏され、ホールが一つになって大いに盛り上がりま

り易く面白かったし小松帯刀と坂本龍馬が占める役

した。

割が大きく驚きました」

武田幸美さん（ピアノ） 平田由希さん（ソプラノ） 大磯薫さん（トランペット）

○お客様に感想をお聞きしました
・肱黒香織さん

姶良市

「子どもたちに生の演奏を聴かせることができるこ

鮫島由希子さん 桐野先生 山端さつきさん 山下真依さん

のコンサートが楽しみで、3 年続けて母と妹（妹の子

宝山ホール広報ボランティア 『語いもんそ』編集部

ども二人）と一緒に来ています。日頃から親しんでい

〒892-0816

る曲やお話しが多く、子どもたちも一緒に歌ったり
踊ったりして親子で楽しい時間を過ごすことができ

鹿児島市山下町 5-3 宝山ホール

電話 (099)223-4221

撮影・取材記事

FAX (099)223-2503

広報ボランティア

四十住 孝行

